き
ゆ

編集好機
もうすぐ春︒少しずつ温かくなり︑本格的な
行楽シーズンが訪れます︒さて︑苓北のオルレ
コースでも歩いてみようかな▽オルレは青色の
矢印にそって︑自分のペースで海岸線や路地な
どを歩くもので︑天草・苓北コースは富岡港を
スタート︑麟泉の湯をゴールとする ㌔のコー
スです︒途中でリタイアしたい場合は︑赤色の
矢印にそって戻ればOK！道に迷うことがない
ので安心して挑戦できます▽迷うといえば︑１
月 日㊎﹁ペーロン会場︵巴湾︶のところにク
ジラのおるぞ﹂との連絡が︒急いで富岡へ向か
いました︒なかなか姿を現さず︑もういなくな
ったかな～とあきらめかけていたその時！海上
から大きなクジラが現れました︒居合わせた町
民からは︑どよめきと感動の声が︒このクジラ︑
関係機関に問い合わせたところ﹁ザトウクジラ
だろう﹂とのことでした︒クジラはしばらく巴
湾内を満喫したあと︑次の日にはいなくなりま
した︒苓北の美味しい海の幸を求めて︑遊びに
きたのかな▽クジラのように︑自然の恵み豊か
な苓北を満喫しようと思います︒
︵松浦 雄也︶
28
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る町

告知端末 の電源は入れておきましょう！

今後のさらなる活躍に、目が離せません。

【金子友紀さん写真提供】
告知放送が聞こえないときは連絡を。総務課☎３５−１１１１

広報

心

し

vol.698

苓北町富岡出身の金子友紀さんが、昨年11月、アメリカ・ロサンゼ
たる「Miss Asia USA international」を獲得しました。

同大会は、ハリウッドがプロデュースするミスコンで今回33回目と
なる歴史ある大会です。

金子さんは元々海外で「アシスタントディレクター」の仕事をされ

ていました。しかし、新型コロナの影響で海外での活動ができなくな

り、福岡でゴルフとヨガのYouTubeチャンネルを開設し活動してい
たところ、動画に目を留めた海外の人からスカウトされ、とんとん拍
子で大会への出場が決まったそうです。

れいほく（令和４年）２月号

安

新型コロナウイルスのお知らせ【６ページ】

富岡に現れたクジラ
れいほく
ふ
め
／
る町
町
せる
／いき
いきと暮 ら

住
て

２

ルスで開催された「Miss Asia USA 2021」において、世界３位に当

やっつけろ

クジラの潮吹き

2022
February

Miss Asia USA 2021

悪い鬼を

11

る
さ
と
と呼
べ

きらり れいほく｜ TOPICS｜

苓北町で生まれ育ち、ふるさとを離れ見事な成績を収めた金子さん。
「富岡で生まれたので、海をみると落ち着きます」と話す金子さんの

広報れいほく２月号 もくじ
上津深江八坂神社裸祭り

みんなのひろば

地域おこし協力隊

まちのわだい

社会福祉協議会だより

おしらせ

日

みこしを海水につけてみそぎを行いま
した︒みこしは例年であれば︑神事の
後に上津深江地区の集落を巡りますが︑
新型コロナウイルスの感染拡大のため
りゅうじ

昨年に引き続き︑見合わせました︒
﹁裸祭り﹂に参加者の一人長谷龍治
さんは﹁コロナウイルスの一日でも早
い収束を願い海に入りました︒これか
らも祭りにぜひ参加していきたいで
ゆう

す﹂と笑顔︒同地区在住で苓北町観光
し ろう

ボランティアガイド協会会長の神﨑雄
史郎さんは︑﹁新型コロナの影響で規
模を縮小せざるを得なかったが︑少な
くとも海に入り︑みそぎができてよか
った︒400年以上続く地元の伝統行
事︒今後も引き続き︑この行事を続け
ていきたい﹂と話しました︒

行事が行われました。

園児らは「泣き虫鬼」「おこりんぼ鬼」「よ

くばり鬼」「すききらい鬼」などそれぞれが退

治したい鬼を発表しました。

発表を終えたあとは鬼が保育園に出現。最初

はパニックになった園児たちでしたが、新聞紙

で作った手作りの豆を使い、元気いっぱい「鬼

上津深江八坂神社裸祭り
上津深江八坂神社裸祭りは１月

じまりとされています︒
神事の後︑上津深江地区の

歳から

そぎをして病魔を退散させたことがは

に悪病が流行した際に︑山伏が海でみ

祭り﹂は約400年前︑上津深江地区

㊍︑同神社で行われました︒この﹁裸

20

歳までの男衆７人が︑なますとお酒

21

がかけられたみこしを海までかつぎ︑

56

2
広報れいほく ２０２２ ２月号
広報れいほく ２０２２ ２月号
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２月３日㊍、都呂々保育園では「節分」
表紙

金

木

水

火

月

日

ねんきん・こせきのまど

編集好機

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
土

３月
９日 苓北町議会定例会
（〜１７日）

March

３
2022

新型コロナのおしらせ

20 18 16 14 12 10 08 06 02

カレンダー（主な行事予定）

は外！」と鬼退治をしました。

経済産業省では、新型コロナウイルス
感染症の影響により、売上が減少した
事業者に支援金を給付しています。

中小法人・個人事業者の皆さんへ

事業復活支援金
申請期間

令和４年５月３１日㊋まで

給付対象

次の①および②を満たす中小法人・個人事業者

染防止対策のため、原則として

としますが、再来庁をお願いする場合があることをご了承ください。

個人事業者等：上限最大50万円
法人

売上高減少率

個人

年間売上高
１億円以下

年間売上高
１億円以上
５億円以下

年間売上高
５億円以上

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※年間売上高は基準月を含む事業年度の年間売上高

申請方法

オンライン申請

必要書類

5

持ってくるもの

通知カード、本人確認書類（２点 運転免許証と健康保険証など）

マイナンバーカードの受取もできます。

休日開庁

（時間：９時〜正午）

夜間開庁

（午後７時まで）

※予約は希望日２日前の金曜日
（祝日の場合はその前の開庁日）
まで

※予約は希望日当日午後５時まで

２月27日／３月６日／３月13日
３月27日 ※いずれも日曜日

３月２日／３月９日／３月16日
３月23日 ※いずれも水曜日

【予約および問い合わせ先】税務住民課

担当／野田

☎35‑1115

資源に出せる

飲料用パックの種類が増えて
水道環境課 環境班
分別方法 が変わります

☎35‑3335

アルミコーティング付きの飲料用パックは、これまで「ごみ」として出していましたが、
４月１日㊎から「資源物」として各区のごみ収集ステーションに出すことができます。そ

①履歴事項全部証明書（法人）または本人確認書類（個人）
②収受日付印の付いた平成31年度、令和２年度および選択す
る基準期間をすべて含む確定申告書類の控え
③対象月の売上台帳など
④振込先の通帳
⑤代表者または個人事業者本人が自署した宣誓・同意書
⑥基準月の売上台帳など
⑦基準月の売上にかかる１取引分の請求書または領収書など
⑧基準月の売上にかかる通帳など

問い合わせ先

予約制 で実施します。

予約なしで来庁された人は、予約状況により対応可能な限り申請などの受け付けを行うこと

②令和３年11月～令和４年３月のいずれかの月
（対象月）の売上高が平成30年11月～
令和３年３月の間の任意の同じ月
（基準月）の売上高と比較して50％以上または30
％以上50％未満減少した事業者

中小法人等：上限最大250万円

令和４年３月までのマイナンバーカード夜間・休日開庁のご案内
令和４年３月までのマイナンバーカード専用窓口の開庁は、新型コロナウイルス感染症の感

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

給付額

〜そろそろ あなたもマイナンバーカード〜

れに伴い分別方法が変わりますので、皆さんのご協力をお願いします。

これまで
紙パックマークが付いた
「飲料用パック」

（二次元コード）

事業復活支援金相談窓口 ☎0120-789-140 8:30～19:00
事業復活支援金ホームページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

広報れいほく ２０２２ ２月号

４月１日㊎から
紙パックマークが付いた「牛乳パック」
紙マークと紙パックマークが付いた「その
他紙パック」※焼酎や豆乳、ジュースなど
の飲料用パック（アルミコーティングされ
たものを含む）

牛乳・その他紙パックの出し方
・開いて水洗いし、乾かす（注ぎ口のプラスチック類などは取り除く）
・牛乳パックとその他紙パックに分けて各区のごみ収集ステーションに出す
広報れいほく ２０２２ ２月号

4

発熱などの症状がある場合

発熱などの症状がある場合は︑かかりつけ

医や最寄りの医療機関などに必ず事前に電話

広報れいほく ２０２２ ２月号

連絡をして受診しましょう︒

7

どこで療養するの？

き実施します。

入院︑ホテル療養︑自宅療養などがありま

内の感染状況により町民のみの利用とするなど引き続

すが︑症状によって対応が異なります︒

したものです。制限は熊本県のリスクレベルや天草管

新型コロナに
感染したら

※今回の見直しは、公共施設等の利用中止について見直

必ず保健所などの指示に従って療養しまし

合は、利用を中止します。

ょう︒

２月14日㊊〜

ターなどが発生し、さらに感染の拡大が懸念される場

健康観察期間中に
気をつけることは？

おいては、町内で感染者が急増した場合およびクラス

新型コロナウイルスの感染者数が減少しない

者が３人以上となった場合、また、それ以外の場合に

健康観察期間は︑感染した人と接触した日

※緊急事態宣言が発令された場合において、町内の感染

13

日㊐まで適用されていた熊本県の

えでのご利用をお願いします。

な か︑ ２月

三密を避けた利用などの感染防止対策を行ったう

を０日として︑翌日から７日間の行動自粛と

己管理を行ったうえで、マスク着用や手指消毒、

﹁まん延防止等重点措置﹂が３月６日㊐まで延

施設等を利用する人は、日常的な検温などの自

健康観察をお願いするものです︒

㊊から、公共施設等の利用制限を見直し、町内の人は利用できる事としました。

長となりました︒

町ではコロナ禍のなか、町民の健康づくり、健康維持などを考慮し、２月14日

▽不要不急の外出は控える︒

公共施設等の利用制限について

﹁新型コロナウイルスに感染したらどうすれ

医療機関ごとに取り扱いが異なります。
直接医療機関へご連絡ください。

︵仕事や学校も含む︶

その他医療機関

※特に検査結果判明までは︑自宅で待機

35-1119

▽健康観察を行う︒

予約不要。接種の準備ができ次第、病院から電話連絡。

︵毎日体温測定をする︶

苓北クリニック

▽室内・室外を問わずマスク着用︒

35-1133

▽せきエチケットや手洗いの徹底など︑感染

予約不要。接種の準備ができ次第、病院から電話連絡。

予防行動をとる︒

苓北医師会病院

▽やむをえず移動する場合は︑公共交通機関

37-1111

天草慈恵病院

を利用しない︒

病院ホームページ・公式LINE・電話で接種希望日の予約。
予約と並行して、予約をしていない対象者へ病院から接
種日の電話連絡あり。

ばいいんだろう﹂と不安な人も多いと思いま

電話番号

す︒まずは日頃から︑三密︵密閉・密集・密

予約方法

接︶を避け︑マスク着用やうがい・手洗い・手

医療機関名

指消毒などの感染予防対策を心がけましょう︒

医療機関ごとの予約方法は次のとおりとなります。

新型コロナウイルスは︑十分な感染症対策を

予約方法

取っていても︑誰がいつ︑どこで感染するか分

目接種を受けた医療機関に予約が必要です。

かりません︒万が一感染が疑われる場合や感染

３回目接種の対象者には、順次接種券を郵送します。接種券が届いたら、２回

した場合は︑次の対応をお願いします︒

ワクチン接種（３回目）のお知らせ

かかりつけ医などがなく、相談する医療機関に迷う場合
発熱患者専用ダイヤル

☎０５７０－０９６－５６７

開設時間：平日 午前９時～午後５時

新型コロナウイルスに関する一般的な相談対応や情報提供

【熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口】
☎０９６－３００－５９０９（２４時間対応）

広報れいほく ２０２２ ２月号

6

りんご ぐみ のおともだち

この欄は、
みなさんと一緒につくるページです。楽しい行事やご要望など、
お気軽に広報係へ

思い出の木

み ん な の ひ ろ ば

園児の作品

宮原保育園

（作品）

もうすぐ卒園。保育園で大好きなおともだちとの楽しい思い出がたくさんできました。
お寺参りでみんなと一緒に作った「お念珠」も宝物です。
たくさんの思い出を胸に小学校でもがんばるぞ－！！

クラスの自慢

メリハリがあり、集中力のあ
るクラスです。団結力があり、
漢字大会や英単語大会、マラ
ソン大会で自分の記録へ挑戦
し、優秀クラス賞を受賞しま
した。

クラスから先生へ

一年間ありがとうございました。
これからも勉強をがんばります。

先生からクラスへ

思いやりのあるやさしいみん
なです。これからも出会いを
大切にしてたくさんのことに
挑戦していきましょう。

学校自慢

一期一会
苓北中学校３年２組 （男子１７人
9

広報れいほく ２０２２ ２月号

女子１２人 計２９人）

総務課広報係
内２０７
☎○

担任：村上 智子先生

小学生の作品

都呂々小学校 ２年生

『教室で育てた生きものたち』

教室で育てたザリガニ、カニ、ツマグロヒョウモンの絵を描きました。
今も、ゲンゴロウやザリガニやカワムツをそだてています。
みんな、２年生のなかまです。
広報れいほく ２０２２ ２月号

8

苓北町の魅力を「やどかり太郎」としてお伝えして参ります。
。く
庭で らしに
家

地域
で。

● 材料

※子ども４人分

○牛豚合いびき肉…200ｇ
○タマネギ…………1/2個
Ⓐ
○ニンジン…………100g
○パン粉・牛乳……各大さじ３
○卵…………………１個
Ⓑ
○塩コショウ………適量

● 作り方

①Ａをみじん切りにして、熱したフ
ライパンに油をひき、しんなりす
るまで炒めたら冷ます。パン粉は
牛乳でひたしておく。
②ボウルにひき肉と①を入れ、よく
こね、Ｂをいれさらによくこねる。
③熱したフライパンに平たく丸めた
生地をならべ、弱火で焼き、途中
で裏返す。両面に焼き色がつくま
で、ふたをして焼く。

。
育を

ハンバーグ

将来を担う子どもたちを
“食で育む命の応援団”

食

♥
♥

チームぱくぱく
地域おこし協力隊 関根

＝家族で一緒にクッキング＝
「ハンバーグ」と「さかなフライ」の
２つを紹介します。今回のメニューは保
育園、小学校、中学校の３月のセレクト
給食です。開催日は、各園・学校により
異なりますが、事前に子どもたちがどち
らか好きなメニューを選択したもの提供
します。
ハンバーグはチーズをのせたり、デミ
グラスソースや和風・オーロラソースに、
さかなフライは、タルタルソース・オー
ロラソースにして
もおいしいですね。
保育園・学校で
はどのような形の
給食ででてくるの
か楽しみですね。

※子ども４人分

【経緯】

○白身魚…200ｇ
○塩………適量
○小麦粉…適量
○卵………適量
○パン粉…適量
○油

今回は令和3年に映像制作Bay,/fastvo.llcとして独立し
ひろ おみ

たクリエイティブディレクターの木田仁臣さんです。世界
15カ国以上を旅する中で映像で人を感動させることに魅
了され映像制作会社に就業。15年程熊本市内で官公庁や
企業のVP、CM、テレビ番組などの制作の仕事を経験。
その後、結婚を機に苓北町に帰郷し実家の農業を手伝って

● 作り方

いました。新型コロナウイルスにより世の中が混迷する状

①魚に塩で下味をつける。
②衣を小麦粉・卵・パン粉の順
につける。
③180℃に熱した油で揚げる。

ママたちのＱ＆Ａ
Ｑ：支援センターの一時預かりを利用してみたいの
ですが…。

元気いっぱ
い

と〜♪
鬼はそ
広報れいほく ２０２２ ２月号

● 材料

況をみて「自分の映像の技術を生かして、地元天草の役に
立ちたい！」と独立を決心しました。
【「クリエイティブディレクター」とは？】
クリエイティブディレクターとは、依頼主の課題を解決
するという視点を常に持ち広告戦略からプロジェクト進行
まで全体的に監修を行う仕事です。
町内事業所のPRとしてSNS運用やHPの制作、ブランデ

ふ れ あ い 広 場
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映像制作Bay,
fastvo.llc

さかなフライ

【コロナ禍の取り組み】

苓北町子育て支援センター

節分の豆まきでは悪い鬼をやっつけることが
出来ましたか？今年も１年健康に過ごしたいで
すね。新型コロナウイルス感染症の影響で度々
休館をし、ご迷惑をおかけしていますが、感染
状況を考慮しながら開所しています。部屋を暖
かくして待っています
ので、支援センターに
遊びに来ませんか？

NO.18

Ａ：サポート事業としてお子さんを短時間預かる
「一時預かり」をしています。苓北町内に居住
されている親子が対象で、支援センターの開設
日時に実施しています。預ける理由は問いませ
んので、お気軽にご利用ください。場所や保育
士に慣れておくことでお子さんがより安心して
過ごせるので、ぜひ遊びに来てくださいね。な
お、時間や利用料、持ち物などの詳細について
はお問い合わせください。※新型コロナウイル
ス感染症の影響により開設日が変わる可能性が
あります。

ィングを中心としたマーケティングを実施。天草市から水

▲撮影現場の様子

産業PRの動画制作依頼を受け、企画・制作から撮影・編

映像制作Bay,/fastvo.llc
連絡先（木田）：090-1198-9102

平日の午前９時30分〜午後３時
新ふれあい館 ☎31−1365

【今後の展望をインタビュー】
「苓北町の隠れた魅力を発掘して、世界へアピール出来
るように町内事業所と志を共に取り組んでいきたいです」
と語りました。
木田さんが制作に関わった作品の中で、天草出身の
くん どう

▲天草天領岩かきのCM

▲「くまもとで、まってる」

放送作家・小山薫堂さんがプロデュースした「くまも
とで、まってる。」を拝見し感動しました。過去と現
在の繋がり、人と自然の繋がりを豊かに表現されてい
いろ あ

て、時を越えても色褪せないとても魅力的な映像作品
でした。
映像の世界では、CMは「俳句」、ドキュメンタリ

支援センターでは絵本の貸し出
しを行っています。おうち時間
が長くなる今、お子さんと一緒
に絵本を楽しんでみませんか？

■開設日時
■開設場所

集まで一貫して制作を行いました。

ーは「作文」に例えられるそうです。一次産業を経験
された木田さんは、企画から制作まで親身になり、現
場の意図や事業者の想いを届けられるような映像を制
作してくれるでしょう。取材を通して「ヒーローは遅
れた頃にやってくる」という漫画のワンフレーズを連
▲天草天領岩かきの CM撮影の様子
【写真提供：錦戸俊康】

想されられました。

やどかり太郎
広報れいほく ２０２２ ２月号
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｜TOWN TOPICS｜まちのわだい

まちのわだい｜TOWN TOPICS｜
新チームで公式戦に挑む

苓北中学校男女ハンドボール部

新鮮野菜やお魚がズラリ

みなとオアシス富岡（富岡港）

１年間の無病息災を願う

町内各地区で「どんどや」

第17回熊本県中学生新人ハンドボール大会は、１月
15日㊏から県内の各会場で開催され、苓北中学校の男
女ハンドボール部が出場しました。予選リーグ２試合
を連勝し、１位で決勝トーナメントに進出した男子ハ
ンドボール部は、決勝トーナメント２回戦、熊本市の
湖東中学校と対戦。延長戦までもつれ込む熱戦となり
ましたが、35‑38で惜しくも敗れ、ベスト８で大会を
終えました。
また、五和中学校との合同チームで出場した女子ハ
ンドボール部は、予選リーグを１勝１敗の２位で通過
し、迎えた決勝トーナメント１回戦、宇城市の小川・
氷川中学校の合同チームと対戦。終盤までどちらが勝
つか分からない接戦となりましたが、12対13の１点
差で惜しくも敗れ、ベスト16で大会を終えました。
【大会結果】

年明けから毎年恒例の「どんどや」が各地区で行
毎週土曜日、富岡港船客待合所きずなステーショ
ンでは「土曜港市」が開催されています。

われました。
このうち西川内地区で行われた「どんどや」では

会場は新鮮なお魚や地元産の安心安全な野菜を求

その年の年男、年女で火入れを行い、煙であぶった

めて地元のお客さんで大賑わい。次から次へ買い物

紙で体の悪いところなどをさすり、１年間の無病息

カゴに商品を入れ、買い物を楽しんでいました。

災を願いました。
ここ ね

買い物に訪れた女性は「毎週買い物に来て新鮮な

初めて火入れを行った宮下凜音さんは「火を入れ

苓北中学校男子

VS

湖東中

35‑38

食材を親戚に送っています。（親戚も）喜んでくれ

るのは緊張しました。１年間元気で過ごしたいで

苓北中学校女子

VS

小川・氷川中

12‑13

ます」と笑顔で話しました。

す」と話しました。

大根でおいしい給食を

６年生小学校最後の戦いに挑む

志岐小１年生から大根33㌔

エボルピア苓北

ずっしり大きい「桜島大根」
田嶋豊昭さんが初めて収穫

田嶋豊昭さん（白木尾）が「桜島大根」を収穫し

で作った大根33㌔を学校給食共同調理場へ提供し

ました。桜島大根は、鹿児島県の桜島で栽培されて

ました。これは１年生が10月に畑に植えた大根を

いる伝統的な野菜で、ギネスブックにも認定された

収穫したもので、１年生は「畑でとれた大根です。

世界一大きい大根です。煮ても煮崩れしにくく、味

おいしい給食をつくってください」と嬉しそうな表

がしみこみやすいことから、おでんや煮しめ、味噌

情。

汁、ぶり大根などのさまざまな料理でおいしく食べ

提供されました。

富岡小学校６年生

とよ あき

志岐小学校の１年生が１月19日㊌、小学校の畑

いただいた大根は１月21日㊎の学校給食に早速

ZOOMで台湾の小学生と交流

られます。これまでも「セイロン瓜」や「シカクマ
メ」などの珍しい野菜の栽培にチャレンジしている
田嶋さん。次はどんな品種の栽培にチャレンジされ
るのか、楽しみですね。

KFA第53回熊本県少年サッカー選手権大会（大
谷杯）熊本県大会は１月15日㊏から県内各会場で

富岡小学校６年生が１月18日㊋、台湾高雄市の
忠孝小学校とミーティングアプリ「ZOOM」を活
用した交流会を実施しました。

行われ、エボルピア苓北が出場しました。２回戦か

交流会では、児童らが流ちょうな英語を用いて地

ら出場し、順当に勝ち進めたエボルピア苓北は５回

域行事や学校の授業などを紹介し、国際交流の時間

戦、熊本市の強豪FCKマリーゴールド熊本と対戦。

を楽しみました。
かん

０‑１で惜しくも勝利とはなりませんでしたが、６

交流会に参加した木下寛さんは、「外国の人と話

年生最後の戦いを「ベスト16」で締めくくりまし

すのが最初は緊張したけれど、だんだん楽しくなり

た。

ました。また交流したいです」と話しました。

13
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５．貸付制度➌−教育支援資金 ※所得制限あり
教育に関連した費用を貸し付ける制度です。
①教育支援費
国公立、私立の高等学校、短期大学、大学または

高等専門学校に修学するのに必要な費用を無利子で

社会福祉協議会
だより
心配ごと、悩みごとの
ご相談はご遠慮なくどうぞ

借りることができます。

生活福祉資金貸付制度
１．内容
資金の貸付と必要な相談支援を行います。経済的

自立および生活意欲の助長、在宅福祉および社会参
加の促進を図り、安定した地域生活を送れるよう支
援します。

２．対象
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
※多重債務、他の公的資金を借り入れているなど
の場合は対象外となりますので、あらかじめ社
会福祉協議会にご確認ください。

３．貸付制度❶−総合支援資金 ※所得制限あり
失業などで日常生活全般に困難を抱えている世帯

制服、靴など）を無利子で借りることができます。

➀緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業な

どにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計

維持のための資金を無利子で借りることができます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の

減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維
持が困難になっている世帯のための資金を無利子で
借りることができます。

後遺障害保険金

１,０４０万円（限度額）

入院保険金日額

６,５００円

入院中の手術

６５,０００円

外来の手術

３２,５００円
４,０００円

特定感染症

補償開始日から１０日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

地震・噴火・津波による死傷

×

賠償責任保険金（対人・対物共通）
年間保険料

〇
５億円（限度額）

３５０円

５００円

福祉機器リサイクルコーナー
このコーナーは、不要になった福祉機器などを寄

付していただき、必要な人に利用していただくため

＊４月１日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・
市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
（保険の補償を受ける人・加入者）

（補償期間・保険期間）
令和４年４月１日午前０時から令和５年３月31日午後12時までとなります。
※令和４年４月１日より補償開始とする場合、３月15日㊋までの手続きが必要です。
（加入申込手続き）
①社会福祉協議会に備え付けの「加入申込書」に必要事項を記入、署名（フルネーム）また

４台

は捺印のうえ、保険料を添えて、最寄りの社会福祉協議会にご提出ください。
②社会福祉協議会がその内容を確認、受付印を押印し、保険料を受領することによって加入

常生活費で賄うことのできない費用）

協議会へお申し込みください。希望者多数の場合は、

希望する人は、３月９日㊌までに苓北町社会福祉

抽選になります。

※抽選は、３月10日㊍午前９時に苓北町保健セン
ターで行います。

申込手続きの完了とします。
③「加入申込書」の２枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となり
ます。大切に保管ください。
●基本プランでは、地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
●被災地での災害ボランティア活動や当初予定していなかったボランティア活動への参加にあ
たり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重

す。①生業を営むために必要な経費②技能習得に必

要な経費③住宅の増改築、補修などに必要な経費④

点プランに加入すると、より安心してボランティア活動に参加できます。

福祉用具などの購入・福祉サービス利用に必要な経

●補償期間（保険期間）の中途で加入される場合も上記の保険料となります。

費⑤障がい者用自家用車の購入に必要な経費⑥災害

●中途脱退による保険料の返金はありません。

を受けたことにより臨時に必要となる経費⑦冠婚葬

●中途でボランティア（メンバー）の入替えや加入プランの変更はできません。

祭に必要な経費⑧住居移転などにより給排水設備な

●ご加入は、お一人につきいずれかのプラン１口のみとなります。

どの設置に必要な経費⑨就職、技能を習得などの支

広報れいほく ２０２２ ２月号

５５０円

○賠償責任の補償・・・ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、ＮＰＯ法人

無料でお譲りします

一時的に必要と見込まれる費用を貸し付ける制度で

15

〇

○ケガの補償・・・ボランティア個人

▼申込受付期限

度に必要な経費⑩その他の日常生活上に必要な経費

【新設】
特定感染症重点プラン

１,０４０万円

通院保険金日額

賠償責任の補償

天災・地震
補償プラン

（加入できる人）

②総合支援資金（生活支援費）

ぶために必要な費用）

日常生活を送るうえで、自立生活を営むために、

基本プラン

死亡保険金

手術保険金

※令和４年3月31日まで取扱い予定

◎介護用ベッド

４．貸付制度➋−福祉資金 ※所得制限あり

ケガの補償

６．貸付制度➍−生活福祉資金（特例貸付）

①生活支援費（生活再建までの間に必要な生活費用）

③一時生活再建費（生活再建に一時的に必要かつ日

保険金の種類

の入学に必要な費用（入学のときの教材、カバン、

のリサイクルコーナーです。

②住宅入居費（敷金、礼金など住宅の賃借契約を結

補償プラン

高等学校、短期大学、大学または高等専門学校へ

に対し、生活の立て直しのために生活費と一時的な
資金を貸し付ける制度です。

■保険金額・年間保険料（１人あたり）

②就学支度費

町内

http://reihokushakyo.com
reihoku.shakyo@ari.bbiq.jp

令和４年度のボランティア活動保険について（ご案内）

苓北町社会福祉協議会

☎３５−１２７０

※詳しくは、社会福祉協議会までお尋ねください。
広報れいほく ２０２２ ２月号
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苓北町学校給食共同調理場
ついては町外業者も可）○食品衛生法第52条

（苓北町志岐410）

求職者支援訓練生を募集

①・②

３月２日㊌

午後５時まで

③

３月４日㊎

午後５時まで

令和４年 春季全国火災予防運動

▼募集締切

３月１日㊋〜７日㊊

要）を添付のうえ申込先へ持参してください。

▼期間

苓北町役場

火の始末﹂

▼試験会場

﹁おうち時間
家族で点検

個別企業説明会を開催します

▼訓練科名 パソコンビジネス基礎科
▼対 象 者 離職者または就職希望者
▼募集期間 ２月 日㊌〜３月 日㊋
▼訓練期間 ４月４日㊊〜８月３日㊌
▼訓練会場 ㈱きらりコーポレーショ
ン天草校
▼内容 ワープロ・表計算︑プレゼン
テーションソフトの使用方法および
ビジネス文書の作成︑コミュニケー
ション検定初級︑上級︵任意受験︶
天草公共職業安定所
☎ ︱８６０９
15

③農業委員会

貼り付け、履歴書（ＪＩＳ様式、写真貼付不

▽申込先

各担当課備え付けの申込書に必要

天草で就職を希望する人へ天草管内
各企業による個別企業説明会を開催し
ます︒地元企業が個別に仕事内容や企
業の魅力︑採用情報などを紹介しま
す︒
▼申 込 先 天草地域雇用創出協議会
▼申込期間 ３月 日㊎まで
▼開催期間 ２月 日㊊〜３月 日㊎
▼場 所 天草管内の参加事業所
▼参加費 無料
※面談の際は︑検温・手指消毒・マス
ク着用をお願いします︒
天草地域雇用創出協議会
☎ ︱８９００

学校給食の調理がで
きる人

②公民館長

月20日程度
公民館事業の企
８：30～14：15
画・運営・管理
※行事などで変動

日額
7,134円

社会教育および公民
館活動に関心がある
人

③事務補助員

農地利用状況調
月14日程度
査結果の入力な
８：30～17：00
ど

月額
98,970円

町に住所を有し、募
集内容に定める職務 3月８日㊋
を行うことができる 午前８時30分
人

16
広報れいほく ２０２２ ２月号
内 …内線 ○
町 …町内無料電話
問 …問い合わせ先 ○
□

22

月20日程度
日額
学校給食調理場
８：00～16：30
7,069円
調理業務
※夏休みなどで変動

18

①・②教育委員会
面接試験
験

３月５日㊏
午前９時

16

▼試

35

①学校給食調
理場調理員

28 11

事項を記入し、３カ月以内に撮影した写真を
片道距離に応じ支給（２km以上より）

試験日時

応募資格

24

空気が乾燥し火災が発生しやすい季
節です︒火災の発生を防止し︑高齢者
などを中心とした死者の発生を減少さ
せるとともに︑財産の損失を防ぐこと
を目的として︑全国一斉に火災予防運
動が実施されます︒日頃から火の元︑
火の取り扱いに十分注意し︑苓北町か
ら火災を出さないようにしましょう︒
また︑野焼きが原因による火災も毎
年発生していますので︑絶対にしない
ようにしましょう︒この火災予防運動
にあわせ﹁全国山火事予防運動﹂も実
施されますので︑森林周辺でのたき
火︑喫煙などもしないようにしましょ
う︒

▼募集内容

︱１２６３

11

で︑特段の申請は不要です︒
▼申請がまだの人はお早めに！
支給のお知らせ︵プッシュ型通知︶
が届いていない人︵町に支給のための
情報がない公務員など︶は申請が必要
です︒お手数ですが︑左記担当へお電
話ください︒
福祉保健課 担当／溝上 基

○町内業者であること（ただし、特殊物資に

苓北分署 ☎ ︱ ２２４４
総務課 担当／田口 ☎〇内２0８

会計年度任用職員

▼申込方法
自宅からそれぞれの勤務場所までの
▼通勤手当

①・②教育委員会 担当／平野 ☎35 - 2111
③農業委員会 担当／松野 ☎35 - 1245

募集します

☎

でください。

行事・イベントの中止

※受付時間は平日８時から１６時３０分までです。

富岡港施設使用受付事務
受託者を募集します

食材の保管、もしくは調達ができること

町からのお知らせ！

「営業許可書」などの書類を添えて申し込ん

︵一括給付金︶

備があること○１日に最大650人分の給食用

子育て世帯への臨時特別給付

納入業者指定願（指定願）」を提出してください。

▼委託内容 富岡港施設使用者の受け
付け︑使用料徴収事務
▼資格要件 ▽金銭の徴収︑保管が適
切にできること▽複数人員で昼夜を
問わず対応可能であること
▼委託期間 令和４年４月１日㊎〜
令和５年３月 日㊎︵１年間︶
▼申し込み 土木管理課備え付けの申
込書に必要事項を記入し︑３月 日
㊎までに提出してください︒
▼選考方法 書類審査のうえ︑受託申
込に関する見積を徴し決定します︒
土木管理課 担当／野口
☎ ︱３３３１

すので、必要事項を記入のうえ「住民票」や

4
45
2
5
FAX 3
-11
11

35

☎

▼受付場所
▼資格

報酬額
勤務日・勤務時間
職務内容
職種

申 …申し込み先
□

広報れいほく ２０２２ ２月号

17

２月２１日㊊～３月１１日㊎

31

用食材保管可能な「営業用冷凍冷蔵庫」の設

掲載希望は総務課広報係へ

資格を確認のうえ期日までに「学校給食用食材

35

指定願は学校給食共同調理場に準備していま

INFORMATION

☎35‑1233
担当／川瀨

学校給食用食材納入業者の
指定願を受け付けます

35

く）○２年以上の営業実績があること○給食

お知らせ
▼受付期間
学校給食用食材の納入を希望する事業者は、

▼申し込み方法
づく営業許可を受けていること（青果物は除

35

35

学校給食調理場

▼所得制限を撤廃します︵町独自︶
保護者所得が所得制限限度額以上の
人︵児童手当の特例給付対象または同
等の人︶については︑給付金の対象と
なっていませんでしたが︑所得制限を
なくし支給を行います︵町独自︶︒
対象者へは別途お知らせしますの

および県特定食品衛生条例第３条の規定に基

くらし
お知らせ、
の情
らの
報
か
町

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため︑次の行事・イベントを中止しま
す︒
①苓北町長杯グラウンドゴルフ大会
②志岐地区グラウンドゴルフ大会
③坂瀬川見どころ巡り
①②教育委員会 社会教育班
☎ ︱２１１１
②苓北町社会福祉協議会
☎ ︱１２７０

無料 39-0003（会計） 39-0002（税務/福祉） 39-0000（商工/農水/土木） 39-0001（水道）
電話 39-0004（企画） 39-0005（議会） 35-2111（教育委員会） 35-1233（調理場） 35-1111（総務課）

こせきの窓

１月受付分

〈新生活運動の推進〉お返しは廃止し、お礼状を送りましょう
（敬称略）

区 名

氏

釜

中

通

浜
熊本市
宇土市
神奈川県川崎市

荒木
原口
山口
平野
村田
山縣

名

保

和
松

田
原

鶴
鶴

木 場
釜の下
紺屋町
天神木
白木尾
尾 越
八 区
狸河内
狸河内
古 里

氏

者

徠和（らお） 原弥・夫美恵
翔吏（しょうり） 悠貴・ 沙 耶
倖弥（こうや） 泰治・ 和
柚帆（ゆうほ） 文睦・ 美 沙
笑來（にこ） 航太・ 夏 萌
虹花（ななは） 諒 ・ 優 花

お悔やみ申し上げます
区 名

護

名

宮﨑 孝司
田尻
勝
錦戸 重子
金子ヨシミ
錦戸ヤスヨ
鶴﨑 成美
鶴田喜代子
大仁田國光
田中キミエ
阪井 春人
長井 千穗
松本 好作
尾田 百枝
松本
馨

善意の寄附

（敬称略）

年齢

86歳
89歳
87歳
91歳
87歳
86歳
95歳
75歳
95歳
85歳
95歳
93歳
90歳
82歳

６，
７４０人（△18）※（ ）は前月比

男3,197人（△５） 女3,543人（△13） 世帯数3,092戸（+４）

老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年

金を受け取ることができません。

国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまで

の間に国民年金に任意加入して、保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。（国民年金の任意加

３

月休館日のお知らせ

入は、お申し出した日からとなります。）

麟泉の湯
☎３５−３７７０
３日（木）・17日（木）
苓北町歴史資料館 ☎３５−０７１２
毎週木曜日
温泉プール
☎３５−３３０１
毎週水曜日
富岡ビジターセンター ☎３５−０１７０
毎週水曜日

ますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。（ただし、昭和40年４月

ありがとうございました

（令和４年１月処理分）

３月休日当番医
３月６日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

13日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

20日
（日）

天草慈恵病院

（内）☎37−1111

21日
（月・祝） 天草慈恵病院

（午前：内・整・耳・泌／午後：内・整・耳・泌・小）☎37−1111
苓北医師会病院 （代内）☎35−1133

※内
（内科）
、整
（整形外科）
、耳
（耳鼻いんこう科）
、泌
（泌尿器科）
、
小
（小児科）
、代内
（代謝内科）
広報れいほく ２０２２ ２月号

■ ご存知ですか？国民年金の任意加入制度

なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上必要となり

１日以前に生まれた方に限られます。）

■ 年金生活者支援給付金制度に便乗した詐欺にご注意ください
令和元年10月より始まった年金生活者支援給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町村の職員

を名乗る者から、「年金生活者支援給付金の振込口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを
教えてほしい。」という不審な電話がかかってきた事例が報告されています。

厚生労働省および日本年金機構では、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイナンバーなどを聞くことはありま

せん。このような電話があっても、口座番号などの個人情報を答えることのないようにご注意ください。ご不明な点
は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

役場税務住民課

【常用一般分抜粋】 ２月３日現在

●広報れいほく郵送料寄付（Ｒ４.１.15〜Ｒ４.２.14）
福島 輝子さん
（三重県） 山田 順治さん
（東京都）
入迫 為雄さん
（長崎県） 池田 百英さん
（千葉県）
松尾 健治さん
（京都府） 田中 智子さん
（福岡県）
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令和４年１月末現在

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
やむを得ず施設を休館する場合があります。

●社協寄付（１月受付分）
山口 仁人さん
錦戸 康孝さん
北森 博道さん
角岡 清彦さん
松本 健一さん
尾田 照雄さん
鶴田 和司さん
田中 幸博さん
鶴﨑タヅ子さん
錦戸 博文さん
長井
薫さん
田中 一男さん
渡邉シズホさん
阪井ミネコさん
大仁田スエミさん

27日
（日）

動き

町の

区 分
弔 慰
見 舞
御 祝
賛 助
接 遇
会 費
みやげ・記念品
その他
計

金 額
件数
10,000円
１件
0円
０件
0円
０件
0円
０件
0円
０件
0円
０件
94,730円
７件
0円
０件
８件 104,730円

町長交際費とは、町
長が円滑な行政運営を
図るために町を代表し
て行う外部との交際に
要する経費です。
クリー
ンな行政運営を目指す
苓北町では、町長交際
費を毎月公表します。

用語解説
・弔 慰 町政関係者に対する香典、供花などに係る経費
・見 舞 町政関係者の病気、災害などの見舞いに係る経費
・御 祝 記念行事、
式典、
祝賀会などに際しての祝いに係る経費
・賛 助 各種大会、新聞などの特別企画などで公益性のあるもの
への賛助
・接 遇 来客、町政関係者との懇談などに係る経費
・会 費 円滑な町政運営に資する会議、会合、研修会への参加に
係る経費
・みやげ・記念品 来客、町政関係者へのみやげ、記念品などに係
る経費
・その他 上記の区分に掲げるもの以外に係る経費

総務課

内２
町 35−1111
☎○
０７ ○

担当／髙戸

☎35‑1115／本渡年金事務所

求 人 情 報

職
種
職業指導員（天草更生園）
配管工（熊本県）
海藻加工および配達
土木作業員
介護職［看護助手］【夜勤専従】（はまゆう療育園）
准看護師【夜勤専従】（はまゆう療育園）
看護師【夜勤専従】（はまゆう療育園）
調理員
調理師
准看護師（はまゆう療育園）
看護師（はまゆう療育園）
管理栄養士（はまゆう療育園）
介護職［看護助手］（はまゆう療育園）
管理栄養士（天草整肢園・苓龍苑）または栄養士
生活支援員（介護職）／正社員
准看護師または正看護師（天草整肢園・苓龍苑）
設備作業員
生コンクリート試験係
作業員（苓北営業所）
一般事務（苓北営業所）
縫製
調理員（苓北医師会病院）
社会福祉士（苓北医師会病院）
ガソリンスタンド店員
言語聴覚士（はまゆう療育園）
理学療法士・作業療法士（はまゆう療育園）
事務職（はまゆう療育園）
臨床工学技士（はまゆう療育園）
建設業
大工（造作工事）
縫製（ミシン）
管工事および水道施設作業員（見習い可）
病院事務（天草慈恵病院）
栄養士（はまゆう療育園）
社会福祉士（はまゆう療育園）
介護福祉士（はまゆう療育園）
看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
准看護師（特別養護老人ホーム梧葉苑）
訪問理学療法士、作業療法士

人数
年 齢
2 人 64歳以下
5 人 18歳～44歳
5 人 64歳以下
5人
不問
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 64歳以下
5 人 64歳以下
5 人 64歳以下
5 人 39歳以下
5 人 44歳以下
5 人 18歳～40歳
5 人 42歳以下
5 人 64歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5人
不問
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5人
不問
5 人 59歳以下
5 人 64歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 59歳以下
5 人 64歳以下

☎２４−２１１２

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

賃 金
（単位：円）
143,000円～209,900円
248,000円～372,000円
168,000円～201,600円
230,000円～250,000円
120,120円～124,320円
129,850円～135,100円
150,500円～157,500円
147,600円～160,800円
150,600円～163,600円
178,000円～193,000円
205,000円～225,000円
181,000円～201,000円
165,600円～177,600円
156,000円～211,330円
143,000円～209,900円
157,200円～211,330円
160,000円～200,000円
165,000円～250,000円
160,600円～216,000円
150,000円～158,400円
146,880円～146,880円
141,000円～146,000円
185,000円～230,000円
152,056円～155,720円
200,000円～235,000円
200,000円～235,000円
168,400円～211,400円
191,000円～211,000円
260,000円～400,000円
183,600円～248,400円
146,880円～146,880円
180,000円～228,000円
158,000円～201,200円
162,500円～179,000円
200,500円～215,500円
172,800円～185,800円
205,000円～225,000円
178,000円～193,000円
220,000円～220,000円

求人番号
43060- 619521
38040- 735421
43060- 586021
43060- 437321
43060- 487421
43060- 488321
43060- 489621
43060- 490021
43060- 491721
43060- 493221
43060- 495421
43060- 497621
43060- 501021
43060- 525921
43060- 526121
43060- 527021
43060- 529821
43060- 542921
42020- 1284521
42020- 1287621
43060- 421921
43060- 388221
43060- 389521
43060- 380421
43060- 370221
43060- 371521
43060- 372421
43060- 346221
43060- 258821
43060- 215721
43060- 227421
43060- 146521
43060- 160821
43060- 34621
43060- 35921
43060- 36121
43060- 38721
43060- 39821
43060- 78921

広報れいほく ２０２２ ２月号
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